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要 旨

潰癌 性大腸炎 (ulcerativecolitis:UC)に随伴する十二指腸病変 (UCassociated血odenal

lesion:UCD)の病理組織橡がUCの大腸病変と同質かどうかと,十二指腸に原発する非特異的

炎症病変 (non-speci触 duodenitis:NSD)の病理組織橡との異同,を明らかにすることを目的と

した.UCDll症例 (生検標本 34個)とNSD40症例 (生検標本 54個)の HE標本を対象とし

て,以下の 12項目の病理組織所見の出現頻度を検討 ･比較 した.粘膜固有層内のびまん性炎症

細胞浸潤,陰常底部の形質細胞浸潤,好中球浸潤,陰讃杯細胞粘液減少,陰窟炎,陵駕膿癌,陰

窟密度の減少,陰譲のねじれ ･不整構造,陰背底部と粘膜筋板との乗艇,Brunner腺過形成,冒

腺蘭上皮化生,繊毛の全萎縮 (粘膜全体の平坦化).胃腺窟上皮化生の検索には,胃腺滞上皮型

粘液のコア蛋白 MUC5ACに対する免疫染色を併周 した.UCDでは,活動期または緩解期の

UC大腸病変にみられる病理組織所見が高頻度に出現 していた.UCDとNSDでは検討した病

理組織所見の 12所見中9所見で出現頻度に有意差があり,両者の病理組織像は明らかに異なっ

ていた.UCDに特異性の高い所見は "陰篠底部の形質細胞浸潤","陰窟底部と粘膜筋板との轟

離","陰商密度の減少"であり,NSDに特異性の高い所見は "胃腺篠上皮化生"であった.前

者は再燃 ･緩解を繰 り返す持続性慢性炎症にみられる病理組織所見であり,後者は過酸症に対

する十二指腸粘膜防御の適応反応と考えられている.以上より,UCDの病理組織像は基礎疾患

であるUC大腸病変と同質であることと,UCDの病理組織像はNSDとは異なりUC随伴病変

に特異的なものであることが明らかになった.また,UCDとNSDの病理組織像の違いは炎症

病態や成因の違いを反映していることが示唆された.
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緒 嘗

潰癌性大腸炎 旭eera也vecoli晦 以下 UC)は,

主として入隅粘膜をびまん作に侵す慢性炎症性疾

患 1)である.その原因は未だ不明であるが,発症

には自己免疫的機序が推定 されており2),関節

炎 ･関節症,虹彩炎,結節性紅斑,壊痘性膿皮症,

原発性硬化性胆管炎,リウマチ,等の様々な腸管

外合併症を来すことが細 られている 1)3).一方,

腸管病変に関しては,終末回腸炎や術後のpouch-

itisを除 くと,擢患範囲は大腸にほぼ限局する4)

とされてきた.しかし,1960年にThompsonら5)

がUC術後の十二指腸にみられたUC類似びまん

性病変を報告 して以降,uc随伴十二指腸病変

(ulcerativecolitisasociatedduodenallesion,以

下 UCD)の報告例が散見されるようになってき

た 6ト 12).すなわち,UCの腸管病変は大腸に限

局するのでなく,上師 削ヒ管に及ぶ可能性もあり,

従来のUCの疾患概念に再検討を加える必要も生

じている.

これまでの報告では,UCDの形態像は大腸病

変に類似し,内視鏡的にはびまん性 ･連続性の発

赤,びらん,潰癌,畢粒状粘膜を里 し,組織学的に

も粘膜内にびまん性炎症細胞浸潤,除菌炎,陰篠

膿癌などがみられるとされている.びまん性 ･連

続性の発赤,びらん等の内視鏡所見は,他の十二

指腸病変に出現することは比較的希 13)であり,

UCDに特徴的な所見と考えられる.しかし,その

病理組織学的特徴は必ずしも明確にはされていな

い.十二指腸粘膜は正常 (生理的)状態でも,粘

膜固有層にリンパ球,形質細胞,好酸球からなる

炎症細胞浸潤がある1隼 ucDにみられるとされ

る病理組織学的所見が,こうした非特異的炎症所

見のより高度なものに過 ぎないのか,それとも

UCの大腸病変と同質なのか,についての系統的

検討はなされていない.

他方,十二指腸には種々の原因により炎症性病

変が生ずる.これらの中で,原因が明らかでない

ものは非特異性 (原発性)十 二指腸炎 (non-

speeiBcduodenitis,以下 NSD),細菌 ･寄生虫 ･

原虫 ･轟薗 ･ウイルスなどの感染源が明かなもの
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早,特定の基礎疾患 に随伴 して発生するものは特

異性 (続発性)十二指腸炎と呼ばれる15).後者

は感染源や基礎疾患に応 じて特異 的 な 病理組織所

見を望することが分かっているが 1梱 ,前者の病

理組織学的特徴は,粘膜固有層内への炎症細胞浸

潤,好中球浸潤,綿毛の萎縮,Brunner腺過形成,

胃腺轟上皮化生,などの非特異的炎症所見 16ト 18)

とされており,UCDの病理組織像との異同が問

題となる.本研究は,UCDの病理組織像が基礎疾

患であるUC大腸病変のそれと同質かどうかと,

UCDとNSDの病理組織像の異同,を明らかにす

ることを目的として,UCDとNSDの病理組織像

の解析,比較を行った.

材料と方法

1.検討対象

tTCDll症例 (生検標本34個)とNSD40症例

(生検標本 54個)を検討対象とした.uCDはUC

の確定診断がなされている症例で,内視鏡的に十

二指腸球部 ･卜行部 ･水平部 ･上行部のいずれか

もしくは複数の領域全体にわたって,UCの大腸

病変に類似したびまん性発赤 ･びらん ･酒場 ･粘

膜粗造などを里するものとした く図 1).対象例の

臨床的事項を表 1に示す.UC発症年齢および病

型が不明であった3例を除き,食倒が全大腸炎型

UCに随伴 していた.男女比は7:4で,十二指

腸病変発見時の年齢は40.8±19.5歳であった,

病変範囲は10/11例が球部を含み,そのうちの7

例は病変が水平部または下行部まで連続的に広が

っていた.3/11例は太腸切除が施行 されていた

が,残りの8例は内科的治療でコントロ-ルされ

ていた.NSDは,十二指腸酒場 や 十二指腸病変を

随伴 しうる基礎疾患を有せず 15),内視鏡的に限

局または散発性の発赤,ぴらん,粘膜粗造を里す

る19) ものとした 男女比は31:9で,病変診断

時の午齢は63.0±15.5歳であった.

2.検討項目

各症例の生検 HE標本を用い,十二指腸粘膜の

病理組織所見を,炎症細胞浸潤 (A)と上皮の変
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Egll 渦鳩件大隅炎に随伴 した十二指鴨病変 (UCD)の内視鏡惟 (衷 1の症

例2)

球許 (A)からF行部 (B)にかけて.迷統性 びまん性に発赤 ･びらん

粘膜粗造所見が認められた

表 I UCDの臨床的事項

発見年齢 拝患範囲 内祝鈍所見

1 M 15 全大曲

2 M 20 全犬用

3 F 21 全大Bt

4 F 23 全大洗

5 M 24 全大A

6 M 39 全大AI

7 M 44 全大JI

8 M 70 全大AI

9 F 不明 不明

10 M 不明 不明

11 F 不明 不明

15 下行BB びらん･粘BE粗造

28 種市一下行部 発赤粗造

27 球部～下行* 発赤粗造

23 疎林～水平都 びらん･粘Bt粗造

25 王手琳～下行* びらん･粘J*息造

46 球軸 びらん･払EI不蔓

57 球部 発赤浮匪

71 球部～下行部 びらん･浮JI

33 球部～下行部 発赤粗造･I性粘液付暮

56 球部 発赤軸ii･Jl性粘液付書

68 球部一下行部 不整形;Adr･びらん

･∴

州

･･

:
･

∵

:･

･･

･･

･･･

化 (B)の 2つの カテゴ リ-に分 け,それ ぞれ以 席底部の形質細胞滋軌 A-3好中球浸潤 上皮の

Fの 3項目 (A-1-A-3)と9項 Ll(B-1- 変化 IB-1陰徳杯細胞粘液減少.B-2陰筒炎.

伝-9)の有無を検索 した 浸潤炎症細胞 :A-1 B13陰徳脇癌.B-4陰懲密度の減少.B-5_陰

粘膜固有層内のぴまん作炎症細胞浸潤,A-2.陰 商のねじれ 不軽構造,B-6陰満底部と粘膜筋
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羨望 UCDとNSDの病理組織所見

病理組織所見 UCD NSD p値

A.炎症細胞渡瀬A-1.ぴまん性炎症細胞浸潤 20/34(59% ) 9/54(17%) く0.001

A-2.桂庵底部の形質細胞浸潤 25/27(93%) 3/25(12%) <0.001

A-3.好中球浸潤 28/34(82%) 27/54(50%) く0.001

B.上皮の変化a-1.醸寓杯細胞粘液減少 32/34(94%) 50/54(93%) NS

a-2.榛藩 26/34(76%) 24/54(44%) 0.003

a-3,障寓腺癌 3/31(10%) 1/54(2%) NS

a-4.障溝密度の減少 23/31(74%) 8/54(15%) <0.001

8-5.陰寓のねじれ.輔連不整 16/31(52%) 10/54(19%) 0.001

B-6.陣幕底部と粘膜筋板との奉離 25/27(93% ) 6/25(24%) く0.001

a-7.胃腺高上皮化生 5ノ34(15%) 38/54(70%) <0.001

a-8.B｢unner-腺過形(幽F『泉化生) 14/31(45%) 31/54(57%) NS

板との轟離,B-7.Brunner腺過形成 (または幽

門腺過形成),B-8.胃腺窟上皮化生.B-9.繊毛

の全萎縮 (粘膜全体の平坦化).

A-1-A-3および B-1～B-6の 9項 目は

Ucの大腸病変にみられる病理組織所見 1)20)紬

であるが.このうちのA-1,A-3,B-1,B-2は

NSDにも出現するとされている 16ト 18).B-7,

B-8および純毛萎縮はNSDに特徴的とされる所

見 16)~18)であるが,綿毛萎縮については全萎縮

(平坦化)の有無のみを対象 とした.B-8の

Brunner腺過形成は,同組織が粘膜中層以桟まで

増生 しているもの 22)としたが,炎症に伴う幽門

腺化生とは組織学的鑑別が困難なため,両者の

厳密な区別はしなかった.胃腺簡上皮化生の判定

には,胃腺駕上皮型粘液のコア蛋白MUC5ACに

対するモjクローナル抗体 (HGM45M123);
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Novocastra,UK)を勘 1た免疫染色 (Streptavidinー

bioぬ immunoperoxidase法)(Histo免neSA迅-PO

kit;Nichirei,Japan)を併用 した.なお,UCD,

NSDともに標本が斜めまたは水平切れに作製さ

れたか,生検による挫減が高度なため,粘膜全層

の観察が不能であったものは,検討対象から除外

した.

統計検定にはx二乗検定またはFisherの直接

確率計算を郡 ､,p<0.05を有意差ありとした.

結 果

1.UCDの病理組織所見

UCDでは,UC大隅病変にみられる9項目の病

理組織所見のうち,"陰商膿癌"(a-2)を除く8

項目の出現率が50%以上であった (表 2).すな
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おち,粘膜固有層内のび まん性炎症細胞浸潤

(A-1)(59%,20/34),陰徳底部の形質細胞浸潤

(A-2)(93%,25/27),好中球浸潤 (A-3)(82%,

28/34),除滞杯細胞粘液減少 (B-1)(94%,

32/34),除菌炎 (B-2)(76%,26/34),陰詣密度

の減少 (B-4)(74%,23/31),陰篠のねじれ ･構

造不整 (B15)(52%,16/52),陰窟底部と粘膜筋

板との蔀離 (B-6)(93%,25/27)であった (図

2).これらの中で,A-2,B-1,B-6の出現率は

90%以上を示した.-方,陰商膿療 (B-2)の出

現率は低く.lo艶 (3/31)のみであった.

2.NSI)の病理組織所見

NSDで出現頻度が50%以上であった病理組織

所 見 は (表 2),好 中球浸潤 (A-3)(50%,

27/54),陰商杯細胞粘液減少 (ち-1)(93%,

50/54),Brunner腺過形成 (B-8)(57%,31/54),

胃腺轟上皮化生 (B-9日70%,38/54)であった

(図 3).織毛の部分萎縮は食倒に認められたが,

繊毛全体が萎縮 し粘月莫が平坦化していた病変はな

かった.胃腺窟上皮化生は,HE標本でも細胞表

層部の非杯細胞型の粘液貯留像として認識が可能

であったが,MUC5AC免疫染色によりその存在

が明瞭となった (図3-F).

3.UCDとNSDの病理組織所見の比較

UCDとNSDの各病理組織所見の出現頻度は

12項 Ei中9項目で有意差があった.USDがNSD

に比べ有意に高頻度であったものは,炎症細胞浸

潤の全項目 (A-1-A-3)ど,上皮の変化の中

で,陰腐杯細胞粘液減少 (a-1),陰清膿癌 (B-

3),胃腺窟上皮化生 (B-7),Brunner腺過形成

(B-8)を除く5項目の計 8項目であり,NSDが

UCDに比べ有意に高頻度であったものは困腺窟

上皮化生 (70%vs15%)であった,

UCDに特徴的な病理組織所見の優先順をみる

ため,各所見の (UCDに対する)敏感度,特異

痩,有効度を算定 し,有効度の高い順に各所見を

並べ直 した (表 3).NSDと有意差があった所見

の中でも,陳腐底部の形質細胞浸潤 (A-2),陰腐

底部と粘膜筋板との葡離 (B-6),陰商密度の減

少 (B-4)の 3つが,他に比べ高い有効度 (1.5

以上)を示 した.JhJ,胃腺腐上皮化生 (ら-7)

の有効度は極めて低 く (0.33),これ らは逆に

NSDに特徴的な病理組織所見であった.

なお,UCD,NSDともに肉芽腫は認められなか

った.

考 察

UCDの病理組織所見については,これまで少

数例 (1-4例)の症例報告 6ト 12)の記載があ

るのみで,系統的検討は行われていない.UCDの

病理組織像が基礎疾患であるUC大腸病変のそれ

と同質なのか,それとも十二指腸に原発する非特

異的炎症病変と単に炎症の程度が異なるだけなの

か,については明らかではない.本研究では,こ

れらのことを明らかにするため,UCDとNSDの

病理組織所見の解析と比較を行った.

UCの大腸病変は炎症活動期,緩解期それぞれ

で特徴的な病理組織所見を示すことが知られてい

る 1)2O)21).活動期では∴ 粘̀膜固有層内のびまん

性炎症細胞浸潤","好中球浸潤","陰窟杯細胞粘

液の減少"∴ 陰̀穣炎","陰商膿癌"(表 2のA-1

-A-3とB-1～B-3)が生 じる.これらの中

では,一般的には "びまん性炎症細胞浸潤"が最

も重視 されているが,"陰窟底部に形質細胞浸潤

がみられること"がより重要な所見である20)

大腸粘膜では,形質細胞は粘膜中層から表層にか

けて分布 している.それが粘膜深部 (陰蘭底部)

に出現 してくることが,`̀びまん性炎症細胞浸潤"

の本質といえる21).一方,緩解期では,活動性炎

症によるびらんや酒癖などの粘膜傷害の結果生じ

た "陰窟密度の減少"や,粘膜の再生所見である

"陰篠のねじれ ･構造不整"ぉよび "陰磯底部と

粘膜筋板 との間の菊鹿"がみられるが (表 2の

B-4-B-6),これらは過去の活動性炎症の存在

を示す炎症既往所見である21).再燃活動期では,

緩解期の組織所見 (炎症既往所見)を背景に,活

動期の組織所見が出現する21)

本研究で対象としたUCD生検組織では, "陰

轟膿癌"を除く活動期および緩解期 UC大腸病変
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図2 UCDの柄理組織促

A.B 繊毛構造は残存 しているが純毛峠は拡大 し,除痛傭齢 ま低下している (A) 粘膜固有層にはぴま

ん件高度の炎虹紳胞浸潤がみられる (B)

C,D.械毛の全萎縮があり,粘月別ま平坦化し,陰滞杯細胞粘掛 ま減少 している (C)粘膜凶有屑にはぴ

まん性面皮の炎症細胞浸潤があり.陰背底部には多数の形質細胞浸潤がみられる (D,欠Fll)(C

の四角部/Jl)

E,F 臓毛 ･恰滞納迄は不丑で,陰何の拡張,分岐,ねじれなどがみられる (E) 陰穣底部と粘膜筋層と

のF川には幅広い承継がある (ド.両矢印)
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図3 NSDの病坪組織像

Jt B 陰何部にはぴまん性 .高度の炎症細胞浸潤があり.杯細胞粘液減少がみられるが (A,両矢印),弟R

毛部分の炎症用胞浸潤は軽度 (A,矢印) 陰徳部粘腰間有屑には,高度の好中球浸潤がみられる

(B)

C-F 純毛が部分的i:草賭し,粘膜は平坦化している (C,両矢印) 繊毛拳縮部間質にはびまん性 高度

の炎症細胞浸潤があり,陰徳杯細胞粘液は減少している (D)_陰侶上皮の-鰍 二は,細胞表層部

に胃腺瀧上皮に頬f以した非杯細胞型の粘推貯留がある (E)(Dの四角節分) 17腺概 卜皮型粘液コ

ア蛋白MUC5ACに対する免疫染色で,同部細胞質は陽性を示す (F.矢印)
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衰3 病理組織所見のUCDに対する敏感度,特輿塵,有効度

病理組織所見 敏感度 特異度 有効度

A-2.陰窟底部の形質細胞浸潤 0.93 0.88

ら-6.陰蕎底部と粘膜筋板との車離 0.93 0.76

B-5.陰憲密度の減少

A-1.びまん性炎症細胞浸潤

B-5.陰憲のねじれ･構造不整

A-3.好中球浸潤

ら-2.陰蕎炎

B-9.繊毛全萎縮(平坦化)

B-3.陰高膿痛

β-1.怯窟杯細胞粘液減少

B-8.Brunner腺過形成

(幽門腺化生)

B-7.胃腺高上皮化生

0.74 0.85

0.59 0.83

0.52 0.81

0.82 0.50

0.76 0.56

0.26 1.00

0.10 0.98

0.94 0.07

0.45 0.43

0.15 0.30

敏感度:UCDで陽性､特異度:NSDで陰性､有効度:敏感度+特異度

の病理組織所見の全てが50%以上に出現 してお

り,UCDの病理組織像は再燃活動期 UCの大腸

病変と同質であり,十二指腸にも大腸と同様の粘

膜傷害が起きていることが考えられる.4症例の

UCDを検討 したValdezら9)は,"好中球浸潤に

よる陰嵩炎","陰讃腰痛","陰篠のねじれ ･構造

不整を伴うびまん性炎症"∴事陰讃底部の形質細胞

浸潤"を特徴的所見としてあげており,本研究結

果ともほぼ一致 している.本研究で対象とした

UCDでは,"陰背腰壕"の出現は低頻度 (100/0,

3/31)であったが,このことはUCDの活動性炎

症の程度に関連している可能性がある.陰筒腰痛

は陰篠に浸潤した好中球の陰蘭内腔への脱落によ

り形成 され 21),活動性炎症が高度なものほど陰

滞膿癌の出現頻度は高い.Valdezらの UCDは本

研究に比べ,活動性炎症の程度の強いUCDを対

象としたことが考えられる.こうしたUCDの活
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勅使炎症の程度は,大腸病変のそれと連動 してい

る可能性も示唆される.Valdezらの4例は食倒で

大腸切除がなされたのに対し,本研究対象で大腸

切除が施行されたものは3月1例のみであり,8例

は内科的治療によりコントロールされていた.義

礎疾患であるUC大腸病変とそれに随伴する十二

指腸病変の,炎症の程度や消退 ･再燃の関連性に

ついては,今後の研究課題である.

NSDの病理組織学的特徴は,粘膜固有層内の

炎症 細 胞浸 潤 ,好 中球 浸 潤 ,繊毛 の萎縮 ,

Brunner腺過形成,胃腺商上皮化生,などとされ

ている16ト 19)が,粘膜固有層への炎症細胞浸潤

は正常 (生理的)状態の十二指腸粘膜にもみられ

る所見であり14),NSDの診断にとって本質的な

ものではない.病的状態に特異的に出現する所見

として,若林らIB)は "好中球浸潤"を強調 して

いる.本研究で対象としたNSD生検組織の 500/a
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以上では,"好中球浸潤"∴ B̀runner腺過形成",

"胃腺簡上皮化生"の3項目が出現 しており (義

2のA-3,B-7,B-8),本研究のNSDはこれま

でNSDとされてきた病変に合致する.織毛の部

分萎縮はNSDの食倒にみられたが,全萎縮 (粘

膜の平坦化)を示 したものはなかった.このこと

は,NSDが十二指腸粘膜に生 じた部分的炎症病

変であることを反映 していると考えられる.くび

まん性病変であるUCDでは26%に繊毛の全萎

縮が認められた).また,NSDでは "陰轟杯細胞

粘液の減少"(B-1)もUCDと同様に90%以上

の高頻度にみられたが,同所見は活動性炎症に対

する非特異的粘膜傷害橡 21)であり,本研究で対

象としたNSDがUCDと同様に炎症活動期の病

変であることを示 している.

UCDとNSDは,検討した病理組織所見の9/12

項目で出現率に有意差がみられ (索 2),両者の病

理組織所見は明らかに異なっていた.更にUCD

に対する敏感度,特異度,有効度をみると,UCD

にとって特異性の高い (有効度の高い)項目は,

"陰膏底部の形質細胞浸潤","陰窟底部と粘膜筋

板の轟敵","陰駕密度の減少"であった (表 3の

A-2,B-7,B-5). 卜述 したように∴一陰庸底部

の形質細胞浸潤"は活動期ucの "びまん性炎症

細胞浸潤"の本質を,"陰窺底部と粘膜筋板の素

敵"および "陰窟密度の減少"は炎症既往を示す

病理組織所見である.これ らのことは UCDが

NSDとは異なり,再燃 ･緩解を繰 り返す慢性持

続性炎症であることを示 しており,UCDはNSD

とは異なる炎症病態であることを表現 していると

考えられる.-方,"胃腺寓上皮化生"(泰 3の

B-9)は逆にNSDにとって特異性の高い所見で

あり,その出現頻度はNSDで70% (38/54)で

あったの対 し,UCDでは15% (5/34)に過ぎな

かった.UCDとNSDとで "胃腺篠上皮化生"の

出現率に有意差がみられたことは,両者の粘膜傷

害の成因の違いを表現 している可能性がある.冒

腺窟上皮化生は過酸症に対する酒癖形成から十二

指腸粘膜を防御するための適応反応の一つと考え

られている 招 .山下 ら 24)は,NSDではその

80%に胃腺駕上皮化生を認め,特に胃粘膜萎縮が

軽 く酸分泌が高い十二指腸粘膜でその出現率が高

いと報告 している.すなわち,胃酸などの外因性

の粘膜傷害 (NSD)か,免疫異常 (自己免疫)に

よる粘膜傷害 (UCD)かの違いが,生体の適応反

応としての胃腺濡上皮化生の出現頻度の差異に反

映 されている可能性が考えられる,

結 論

UCDの十二指腸粘膜には再燃活動期の UC大

腸病変と同様の病理組織所見がみ られ,UCDの

病理組織像はUC大腸病変と同質 と考えられた.

また,UCDの病理組織橡はNSDとは明らかに異

な り,UC随伴病変に特異的な ものであった.

UCDとNSDの病理組織像の相違は,両者の炎症

病態や成因の違いを反映していることが示唆され

た.
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